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第１節　食の安全の確保

１　食品安全に係るリスク管理の推進

⑴　食品安全に係るリスク管理の枠組
　平成15年７月、リスク分析の考え方を導入するなど
食品の安全性の確保に関する基本理念等を定めた食品
安全基本法が施行され、科学的知見に基づき、中立的
なリスク評価を行う組織として内閣府に食品安全委員
会が設置された。農林水産省においても、リスク管理
等食品の安全に係る政策を強化するため、消費・安全
局が設置された。
　食品安全に係るリスク管理は①リスク管理の初期作
業（食品安全における問題点の特定、危害要因の優先
度の分類、リスク評価の依頼等）、②リスク管理措置
の検討・実施（リスク評価の結果をもとに、リスク低
減のための措置について技術的な実行可能性、費用
対効果等を検討し、適切な措置を実施）、③措置の検
証・見直し（リスク管理措置の有効性の検証・措置の
再検討）からなる。
　これらの各段階の透明性を確保し、一貫性を持って
科学に基づいたリスク管理を行うため、リスク管理に
当たって必要となる標準的な作業手順を明らかにした
「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に
関するリスク管理の標準手順書（以下、「手順書」と
いう。）」に則ってリスク管理を実施している。なお、
この手順書は農林水産省が作成し、厚生労働省と協議
して両省で適用できるものとした上で、平成17年８月
25日付けで公表したものである（平成18年10月５日改
訂）。
ア　リスク管理の検討
　標準手順書に従って、各種有害化学物質・有害微
生物に関する情報を収集し、必要に応じて関係部局
と情報共有するとともに、リスクプロファイルシー
トを更新した。
　さらに、農林水産省が優先的にリスク管理を行う
べき有害化学物質のリストの見直しを行った。

イ　「食品の安全性に関する有害化学物質及び有害微

生物のサーベイランス・モニタリング計画」の作成
　サーベイランス（問題の程度や実態を知るための
調査）、モニタリング（矯正的措置をとる必要があ
るかどうかを決定するための調査）の中期計画（有
害化学物質：平成18年４月20日公表、有害微生物：
平成19年４月25日公表）に基づき、平成22年度の年
次計画を作成し、平成22年４月28日付けで公表した。
　また、優先的にリスク管理を行うべき有害化学物
質のリストの見直しに伴い、平成23年度から５ヵ年
にわたる「食品の安全性に関する有害化学物質の
サーベイランス・モニタリング中期計画」を作成
し、平成22年12月22日付けで公表した。

⑵　食品中の汚染物質対策の推進
　平成22年度は、コーデックスの各部会における国際
規格検討への対応、国内でのリスク低減の取組や、
サーベイランス・モニタリング年次計画に基づく、各
ハザード（危害要因）の対象品目（農畜水産物、加工
食品、飼料）における含有実態調査等を実施した。主
なものは以下のとおりである。
ア　農産物
ア　カドミウム
　農産物に含まれるカドミウム濃度を低減するた
め、水稲のカドミウム吸収抑制対策や植物を用い
た土壌浄化対策、客土対策を推進するとともに、
新たな農地土壌の浄化技術や米以外の品目に係る
カドミウム低減技術の研究開発等を実施した。
　なお、食品安全委員会が平成20年７月に食品か
らのカドミウム摂取について、耐容週間摂取量を
７μg/kg体重/週と評価したことを受け、厚生労
働省は、薬事・食品衛生審議会での議論を経て食
品衛生法に基づくコメの規格基準を「玄米及び精
米で0.4 ppm以下」に改正し、平成23年２月末に
本改正を施行した。
イ　かび毒
　平成20年12月に策定・公表された「麦類のデオ
キシニバレノール・ニバレノール汚染低減のため
の指針」に基づく、赤かび病の適期防除、赤かび
病被害粒の選別除去等による一層の汚染低減の取
組を推進した。
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　また、コーデックス委員会汚染物質部会（CCCF）
におけるデオキシニバレノール等の国際的な基準
値や実施規範の検討に参画した。

ウ　ダイオキシン類
　農作物中のダイオキシン類濃度の経年的変化を
把握するため、葉菜類中の含有実態調査を実施し
た。

イ　畜水産物
ア　カドミウム
　二枚貝、ベニズワイガニ等の水産物の含有実態
調査を実施。

イ　水銀
　CCCFにおける魚類中のメチル水銀の国際的な
ガイドライン値検討に参画するため、水産物を対
象とした実態調査を行った。
　また、魚食によるメチル水銀のリスクと交絡因
子の解析に関する研究を実施した。

ウ　ダイオキシン類
　平成22年度に畜産物及び水産物を対象とした含
有実態調査を実施した。

エ　ヒ素
　水産物の水溶性及び脂溶性ヒ素の毒性解明とリ
スク低減技術の開発に関する研究を実施した。

オ　海洋生物毒
　近年の海洋環境の変化等により我が国での発
生・拡大が懸念される新規貝毒等に対応するた
め、「海洋生物毒安全対策事業」において、新規
貝毒等の高感度分析法の開発及び汚染実態調査を
行った。

カ　有害微生物
　食鳥処理場においてカンピロバクター陽性鶏群
から陰性鶏群にどの程度汚染が拡大されているの
か確認するため、食鳥処理場で定量的に調査を実
施した。
　また、サルモネラ属菌、カンピロバクター、リ
ステリア・モノサイドゲナスについて、肉用牛農
場、乳用牛農場及び豚農場で汚染実態の予備調査
を行った。

ウ　加工食品
　加工食品に含まれるアクリルアミドの含有実態調
査やトランス脂肪酸について複数の分析法の特性を
把握するための調査を実施した。
　また、魚類燻製品中の多環芳香族炭化水素
（PAH）について、食品事業者と協力し、製造方法
がPAH含有濃度に及ぼす影響を把握するための調
査を行い、低減対策等を検討するための基礎データ

を収集した。
⑶　レギュラトリーサイエンスの推進

　食品安全、動物衛生及び植物防疫に関する施策の決
定に必要な科学的根拠を得て、安全な農畜水産物、食
品の安定的な供給に資するよう、レギュラトリーサイ
エンス（科学的知見と規制や行政措置の橋渡しとなる
科学）に係る試験研究として「委託プロジェクト研究
（生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の
特性解明とリスク低減技術の開発）」や「レギュラト
リーサイエンス新技術開発事業」を実施した。
　また、全国レギュラトリーサイエンス連絡協議会を
開催し、レギュラトリーサイエンスに係る取組の現状
やリスク管理を進める上で行政が必要とする研究テー
マについて、行政部局、独立行政法人や都道府県の試
験研究機関、食品事業者等による情報共有及び意見交
換を行った。

２　農畜水産物の安全確保

生産資材の適切な管理・使用の推進
ア　肥料
ア　普通肥料の公定規格
　平成22年度末現在、普通肥料の公定規格は156
種類設定されている。なお、平成22年度において
は、普通肥料の公定規格の改正は行わなかった。
イ　肥料の登録
　平成22年における肥料取締法（昭和25年法律
第127号）第７条に基づく農林水産大臣登録数は
1,329件、有効期間更新数は4,265件、平成22年末
における有効登録数は20,275件であった。
ウ　指定配合肥料の届出
　肥料取締法第16条の２に基づく平成22年度に
おける農林水産大臣への指定配合肥料の届出数
は3,354件、平成22年度末における有効届出数は
60,422件であった。
エ　肥料の検査
　肥料取締法第30条に基づく平成22年度における
国の立入検査成績は、分析検査標品744点中、正
常でないものは64点であった。
オ　調査試験等
　独立行政法人農林水産消費安全技術センターに
おいて、公定規格の設定等に関する調査、重金属
分析法の改良及び信頼性の確保についての検討等
を行った。
カ　食品の安全性向上措置の検証（消費・安全対策
交付金）
　国産農産物のより一層の安全確保に向けた生産
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を促すため、地域に適応した硝酸塩のリスク管理
措置の普及体制や低減化技術を確立することと
し、生産現場における硝酸塩の低減技術の有効性
の評価を行った。

キ　汚泥肥料中の重金属管理手引書の策定
　汚泥肥料の生産現場において、事業者が有害物
質（カドミウム等）を自主的に管理することを可
能にするために、汚泥肥料中の重金属管理手引書
を策定した。

イ　農薬
ア　農薬の登録状況
　22農薬年度（平成21年10月～平成22年９月）に
おいて新たに登録された農薬は315件で、９月末
における有効登録件数は4,516件となり、前年同
期に比較して155件の増加となった。22農薬年度
に登録された新規化合物は12種類であった。

イ　農薬取締り状況
　平成22年度においては、農薬の製造業者及び農
薬販売業者等に対し77件の立入検査等を行い、製
造・販売を取り締まるとともに、農薬の適切な品
質の管理や取扱いの徹底を図った。
　また、22件の集取農薬の検査を行い、農薬の製
造、品質等に関し技術的指導を行った。

ウ　農薬の安全及び適正使用対策
　農薬の安全を確保するため、農薬の登録にあ
たっては、環境省、厚生労働省、食品安全委員会
と連携を図りつつ、独立行政法人農林水産消費安
全技術センターにおいて、農薬メーカーから提出
された試験成績について厳正な検査・評価を実施
した。
　農薬による危害を防止するため、農林水産省、
厚生労働省及び都道府県の共催による農薬危害防
止運動を全国的に展開し、農薬の安全使用や適正
な保管管理の徹底についての啓発活動に努めると
ともに、農薬の使用に伴う事故の発生状況の把握
等を実施した。
　さらに、学校、公園等の公共施設内の植物、街
路樹や家庭菜園等の住宅地周辺で農薬を使用する
ときに、農薬を原因とする住民の健康被害が生じ
ないよう、周辺住民への事前周知、飛散低減対策
等について、研修会等を通じてその周知を図った。

エ　農薬の生産出荷
　22農薬年度の農薬の生産額は、3,621億円（前
年比5.4%減）出荷額は3,533億円（同3.3%減）と
なっており、生産額、出荷額は減少した。

オ　農薬の輸出入

　22農薬年度の農薬の輸出額は、1,038億円（前
年比0.8%減）であった。全輸出額に占める仕向先
別の割合については、米国が20.2％を占めて最も
多く、次いでブラジル11.1％、大韓民国10.5％と
なった。
　一方、輸入額は781億円（前年比8.8%減）で
あった。全輸入額に占める輸入先別の輸入額の割
合については、中国18.3％、ドイツ18.1％、大韓
民国12.4％となった。

ウ　飼料及び飼料添加物
　飼料及び飼料添加物（以下「飼料等」という。）
については、公共の安全の確保と畜産物等の生産
の安定に寄与することを目的として、「飼料の安全
性の確保及び品質の改善に関する法律」（昭和28年
法律第35号。以下「飼料安全法」という。）に基づ
き、農林水産大臣は、安全性の確保の観点から飼料
等の製造等に関する基準・規格の設定を行うととも
に、品質の改善の観点から飼料の公定規格の設定等
を行っている。
　また、愛玩動物用飼料については、愛玩動物の健
康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とし
て、平成21年６月１日に施行された「愛がん動物用
飼料の安全性の確保に関する法律」（平成20年法律
第83号）に基づき、農林水産大臣等は、安全性確保
の観点から愛玩動物用飼料の製造等に関する基準・
規格の設定を行っている。平成22年12月には、愛玩
動物用飼料に表示の基準が適用され、本法律は完全
施行された。
ア　飼料等の安全性の確保
　飼料安全法に基づき、農林水産大臣は、有害畜
産物が生産され又は家畜等に被害が生ずることに
より畜産物の生産が阻害されることを防止するた
め、農業資材審議会の意見を聴き、飼料等の基
準・規格を「飼料及び飼料添加物の成分規格等
に関する省令」（昭和51年農林省令第35号。以下
「成分規格等省令」という。）により設定している。
　当該省令に成分規格等が定められている特定飼
料等（抗生物質）の検定を独立行政法人農林水
産消費安全技術センター（以下「FAMIC」とい
う。）で行った（22年度検定194件合格）。
　また、飼料自給率の向上を通じた食料自給率の
向上等を図るため、稲わらや稲発酵粗飼料、飼料
用米の生産及び利用拡大の取組が進められてお
り、これらの飼料を給与した家畜や畜産物の安全
を確保するため、「飼料の有害物質の指導基準の
制定について」を改正し、新たに19農薬について
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稲わら、稲発酵粗飼料及び籾米の残留農薬の指導
基準を設定した。

イ　飼料の品質の改善
　飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るた
め、農林水産大臣は農業資材審議会の意見を聴い
て飼料の公定規格を定めることができるとされて
いる。
　飼料の公定規格による22年度の検定は、１県及
び１登録検定機関において、魚粉10銘柄について
実施された。

ウ　飼料等の立入検査
　飼料安全法に基づき、飼料等の安全性の確保及
び品質の改善を図る見地から、FAMIC及び都道
府県の飼料検査機関が飼料等の立入検査を実施し
た。22年度における立入検査の状況は、表１のと
おりである。

表１　22年度飼料等立入検査状況
　　　　　　　　　　 国　　　　県　　　　　合計
立入検査回数 613 1,702 2,315
収去件数 853 1,179 2,032
　飼料 848 1,175 2,023
　飼料添加物 5 4 9

収去品の試験結果　　 国　　　　県　　　　　合計
　正常件数 847 1,171 2,018
　　飼料 842 1,167 2,009
　　飼料添加物 5 4 9
　違反件数 6 8 14
　　飼料 6 8 14
　　飼料添加物 0 0 0

エ　動物用医薬品
ア　動物用医薬品等製造販売（製造）業許可及び承
認状況（平成22年度）
ａ　改正（平成17年４月１日）前の薬事法（法律
第145号。以下「旧法」という。）第２条の規定
による旧法第12条第１項の規定に基づく製造業
（平成17年３月31日以前受付）の許可件数は０
件であった。
　また、改正後の薬事法（以下「薬事法」とい
う。）第２条の規定による薬事法第12条第１項
の規定に基づく製造販売業の許可件数は39件、
薬事法第13条第１項の規定に基づく製造業の許
可件数は85件、薬事法第13条の３第１項の規定
に基づく外国製造業者の認定件数は87件、薬事
法第40条の２第１項の規定に基づく修理業の許
可件数は89件であった。

ｂ　薬事法第14条第１項の規定に基づき製造販売
承認された品目数は、医薬品212品目、医薬部
外品47品目及び医療機器23品目であった。

イ　動物用医薬品の再評価
　薬事法第14条の６（同法第23条において準用す
る場合を含む。）の規定に基づき、承認、許可を
受け市販されている動物用医薬品を有効性、安全
性等の観点から最新の学問水準に照らして見直す
再評価制度を実施している。
　この見直し手続は、承認されている動物用医薬
品の全成分について、通常10年ごとのスクリーニ
ング作業を行い、問題となる情報が得られた成分
を再評価を受けるべき医薬品として指定し、再評
価を行うこととしている。平成22年度に見直しの
対象となる69成分について、平成22年３月に関係
者に通知し、スクリーニング作業を実施した。
ウ　動物用医薬品の使用の規制
　動物用医薬品のうち、適正に使用されなければ
畜産物等に残留し、人の健康を損うおそれのある
医薬品については、動物用医薬品の使用の規制に
関する省令（昭和55年農林水産省令第42号）によ
り適正な使用を確保しているところである。
　平成18年５月29日から導入されたポジティブリ
スト制度に対応し、動物用医薬品の使用基準の設
定及び変更を行った。導入時に新たに設定された
残留基準は、導入後５年間で見直しされることと
なっており、平成21年度は４成分見直しが行われ
た。それに伴い、使用基準の改正について検討し
た結果、改正は必要でなかった。
エ　国家検定等の検査

表２　薬事法第43条第１項の規定に基づき、動物医薬品検
査所が実施した平成22年度の国家検定状況
生物学的製剤（受付件数576件）
　合格 570件
　不合格 5件
　中止件数 1件

表３　薬事法第69条第３項の規定に基づき、動物医薬品検
査所が実施した平成22年度の製造業者等への立入検査に
よる収去品の検査
　　　　　　 収去件数　 不合格件数　改善指導件数
一般薬 32件 0件 6件
抗生物質製剤 6件 0件 1件
生物学的製剤 5件 0件 2件
（体外診断薬）
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表４　動物医薬品検査所依頼試験検査規定に基づき平成22
年度に動物医薬品検査所が実施した検査
動物用抗生物質製剤検査命令実施要領に基づく依頼検査
　受付件数　　　　　　　　　　　　　　　1件
　不合格件数　　　　　　　　　　　　　　0件
動物用血液型判定用抗体検査命令実施要領に基づく依頼
検査
　受付件数　　　　　　　　　　　　　　　1件
　不合格件数　　　　　　　　　　　　　　0件
　中止件数　　　　　　　　　　　　　　　0件

オ　薬事監視事務打ち合わせ会議
　薬事監視事務打ち合わせ会議は、動物用医薬品
等に関する薬事監視の円滑化を図るため都道府県
の薬事監視員を対象に実施している。平成22年度
は平成22年10月21日に開催し、薬事法等の法令遵
守及び畜水産物の安全確保の徹底等、動物薬事関
連事項の説明、薬事監視指導上の諸事項について
の協議検討等を行った。

３　家畜防疫対策

⑴　口蹄疫への対応
ア　宮崎県における口蹄疫発生への対応
ア　防疫措置の実施
　平成22年４月20日、宮崎県児湯郡都農町の牛農
場で飼養される牛が口蹄疫の疑似患畜と診断さ
れ、我が国では10年ぶりとなる口蹄疫の発生が確
認された。
　農林水産省は、口蹄疫に関する特定家畜伝染病
防疫指針に基づき、直ちに口蹄疫対策本部を設置
するとともに、宮崎県と連携し、発生農場におけ
る家畜の殺処分、死体や汚染物品等の埋却及び畜
舎の消毒等、家畜伝染病予防法に基づく防疫措置
を開始した。発生農場を中心とした半径10㎞の区
域を移動制限区域として設定し、家畜や飼料、敷
料等の物品の移動を制限するとともに、さらに半
径20㎞の区域は搬出制限区域として、上記物品等
の区域外への搬出を制限した。また、移動制限区
域及び搬出制限区域内には、車両を消毒するため
の消毒ポイントが設置され、当初は畜産関係者を
中心に通行する車両の消毒が行われていたが、そ
の後、多くの消毒ポイントでは一般車両も対象に
消毒が実施された。
　４月21日には、移動制限区域内の牛飼養農場で
２例目の発生が確認され、その後も近隣の農場で
の発生が継続した。
　宮崎県では、市町村や関係団体の職員に加え、

国の家畜防疫官や他都道府県の家畜防疫員、その
他獣医師等の協力を得て防疫措置を続けていた
が、本病の拡大を防ぐことはできず、児湯郡川南
町を中心として周辺市町へと発生が急速に拡大し
た。
　口蹄疫の発生拡大に対し、家畜伝染病予防法に
基づく殺処分及び家畜等の移動制限による措置で
はまん延を防止することが困難と判断されたこと
から、政府は５月19日、専門家の意見を踏まえ、
一定の区域内の偶蹄類の動物にワクチンを接種し
た上で、これらの家畜を殺処分することにより、
まん延防止を図る対策を行うことを決定した。
　ワクチン接種を実施した後、発生数は徐々に減
少し、７月５日の宮崎市での発生が最終発生と
なった。宮崎県での口蹄疫の発生は、関係者の尽
力により県内で発生を抑えることができたが、
292農場で発生が確認され、約30万頭の家畜が患
畜・疑似患畜又はワクチンを接種した家畜として
殺処分された。
イ　経営支援措置等
ａ　発生農場への対応
　家畜伝染病予防法による手当金と、家畜防疫
互助基金からの経営支援互助金等により経営支
援対策を実施した。

ｂ　ワクチン接種農場への対応
　口蹄疫対策特別措置法による殺処分補填金
と、畜産経営再開支援金等交付事業による経営
再開支援金の交付等により、経営支援対策を実
施した。

ウ　我が国からの輸出の停止等
　平成22年４月、宮崎県における口蹄疫の発生に
より、牛肉等の偶蹄類動物由来の肉等について、
輸出検疫証明書の発行を一時停止した。その後、
輸入停止国に対し、口蹄疫の発生状況及び防疫対
策、国際獣疫事務局（OIE）による口蹄疫清浄認
定について情報提供し、輸出再開について要請し
た。平成22年度中に、香港、マカオ、アラブ首長
国連邦、シンガポールへの牛肉輸出、香港及びシ
ンガポールへの豚肉輸出、香港への原皮輸出並び
に韓国、ベトナム、フィリピン及びタイへの条件
付き原皮輸出が再開された。
エ　清浄性確認及び清浄国への復帰
　移動制限区域内の農場に対し、本病の清浄性を
確認するための検査を行い、これにより、本病の
清浄性が確認されたことから、えびの市周辺は６
月４日、西都市尾八重周辺は７月２日、日向市周
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辺は７月３日、西都市周辺は７月６日、国富町周
辺は７月８日、児湯郡周辺は７月16日及び18日、
最終は宮崎市周辺が７月27日に移動制限を解除し
た。
　最終の防疫措置が終了した７月５日以降、宮崎
県内ではさらに周辺農場の清浄性確認検査を行
い、３か月間新たな発生が確認されなかったこと
から、我が国は、10月にOIE（国際獣疫事務局）
に対し口蹄疫清浄性に関する報告書を提出し、平
成23年２月４日、OIEから口蹄疫のワクチン非接
種清浄国として認定された。

オ　感染経路等の調査
　平成22年４月の発生に際しては、同月26日に
「口蹄疫疫学調査チーム」を設置し、当省及び宮
崎県が収集したデータを基に分析・検討を行い、
同年８月25日に「口蹄疫の疫学調査に係る中間的
整理」を公表し、同年11月24日には更にウイルス
の侵入経路及び伝播経路に焦点を絞った「中間取
りまとめ」を公表した。その中で我が国への侵入
経路としては、ウイルスの遺伝子解析の結果等も
踏まえ、アジア地域の口蹄疫発生国から人、ある
いは物を介した可能性が、その後の農場への侵入
については、人や車両の移動、飛沫核感染、小動
物による機械的伝播の可能性が示唆された。今
後、ケースコントロールスタディや感染実験の結
果等を踏まえ、最終報告書を取りまとめることと
している。

カ　口蹄疫対策検証委員会の開催
　口蹄疫への対応を検証するため、平成22年７
月、農林水産大臣の要請により、第三者から成る
口蹄疫対策検証委員会が設置され、同年11月に
その結果が報告書として取りまとめられた。この
報告書の中では、国及び宮崎県の防疫対応につい
ての問題点が指摘されるとともに、今後の防疫体
制の改善方向について詳細に提言され、その中で
も特に「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び
「迅速・的確な初動対応」が最も重要とされた。

イ　アジアにおける発生への対応
ア　アジアにおける発生状況
ａ　アジアにおける発生状況
　アジア地域では口蹄疫がまん延しており、平
成22年度を通してOIEが認定する口蹄疫清浄国
のステータスを維持していたのは、ブルネイ、
インドネシア、シンガポールの３か国のみであ
る。またワクチン非接種清浄地域を維持してい
たのはマレーシア及びフィリピンのみである。

　本地域ではこれまで、口蹄疫の７つの血清型
のうち、A、O及びAsia1型の３型の発生が報
告されてきたが、平成22年度において新たに発
生が確認された事例は、一部のA型を除くとそ
の大半がO型によるものであった。
　特に平成22年度は東アジア地域でO型口蹄疫
ウイルスがまん延し、OIEによるワクチン非接
種清浄国のステータスを維持してきた我が国や
韓国において大規模な発生があった。我が国は
平成23年２月５日にワクチン非接種清浄国の
OIEステータスを回復したが、全国的に拡大し
た韓国ではワクチン接種を継続している（後
述）。また、中国においては、継続的に本病が
発生しており、ワクチン接種による疾病コント
ロールを実施している。

ｂ　韓国における発生状況
　韓国では平成22年１月及び４月に発生した口
蹄疫は一旦終息したが、11月29日に東部の慶尚
北道・安東市（アンドン）の豚農家で確認さ
れ、翌年４月までに、全８道のうち２道（全羅
北道、全羅南道）及び済州島を除いた韓国全土
にまん延した。
　韓国政府は、12月にワクチン接種を決定し、
２月までに全国の牛及び豚にワクチン接種を終
了した。
　韓国政府は、全土での定期的なワクチン接種
を含む口蹄疫コントロールを推進しているとこ
ろであり、我が国は韓国における口蹄疫の発生
を受け、関連情報を継続的に各都道府県や関係
団体等に提供し、注意喚起するとともに、我が
国への侵入防止を徹底するため、空港･港湾で
の旅行者に対する靴底消毒や車両消毒、手荷物
の検疫強化、検疫探知犬を活用した抜き打ち検
査の強化等を実施した。

イ　我が国の輸入の停止措置等
　動物・畜産物を介した口蹄疫の我が国への侵入
を防止するため、家畜伝染病予防法施行規則第43
条に基づき、口蹄疫等悪性伝染病の発生国・地域
からの偶蹄類の動物・畜産物等の輸入禁止措置を
講じている。平成22年度末現在、偶蹄類の動物・
畜産物（加熱処理されたものは除く）等の輸入を
認めているアジアの国・地域はない。
ウ　水際対策の強化
　アジア諸国における本病の継続的な発生を踏ま
え、国際線が到着する空海港において、入国者の
靴底消毒、車輌消毒の更なる徹底を図るととも
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に、人や物の動きが活発になる年末から翌年２月
末にかけて、更に水際対策の強化を行った。具体
的には、①日本からの渡航者や日本への入国者に
対するアナウンス等による注意喚起・周知活動の
実施、②検疫探知犬を活用した旅客の手荷物の抜
き打ち検査の強化、③航空機内で発生した厨芥残
渣（機内食の残飯等）の処理施設の再確認、④土
が付いた靴など手荷物の消毒等の実施である。

⑵　高病原性鳥インフルエンザ
ア　我が国における発生への対応
ア　防疫措置の実施
　平成22年11月に島根県の１農場で高病原性鳥イ
ンフルエンザ（H5N1亜型）の発生を確認した。
その後、平成23年３月までに９県24農場（宮崎県
13農場、鹿児島県・大分県・奈良県・和歌山県
の各１農場、愛知県・三重県の各２農場、全て
H5N1亜型）で発生が確認された。
　発生農場では、直ちに飼養家きんを疑似患畜と
して殺処分するとともに、汚染物品の処分や農場
の消毒等の防疫措置が行われた。発生農場の周辺
は移動制限区域（10㎞）として設定され家きんや
家きん卵等の移動を制限し、区域内の農場の清浄
性が確認された場合には、移動制限区域を半径５
㎞の範囲に縮小してその外側を搬出制限区域とす
る対応が行われた。移動制限区域は、区域内の農
場の清浄性を２回確認し、発生農場に係る防疫措
置が完了後21日間が経過したのちに解除された。
　最終発生に係る移動制限は平成23年４月15日に
解除された。

イ　経営支援措置等
　家畜伝染病予防費による手当金、家畜防疫互助
基金からの経営支援互助金の交付により経営支援
対策を実施した。

ウ　我が国からの輸出の停止等
　平成22年11月から平成23年３月の間に、我が国
において高病原性鳥インフルエンザが発生したこ
とにより、家きん肉等について、輸出検疫証明書
の発行を一時停止した。その後、各国が講じた輸
入制限措置の解除に向け、家きん肉等の主要輸出
先国に対して本病の発生状況及び防疫対策につい
て情報提供等を行った。

エ　感染経路等の調査 
　平成22年度の発生事例については、科学的デー
タに基づいた分析・評価により、感染経路の究明
等を行うため、ウイルス学、疫学、野生動物等の
専門家及び発生県の防疫担当者で構成される「高

病原性鳥インフルエンザ疫学調査チーム」を設置
し、全ての発生事例について発生直後速やかに現
地調査を行った。その結果を踏まえ、今後、中間
取りまとめを取りまとめる予定である。

イ　アジアにおける発生への対応
ア　アジアにおける発生状況
ａ　アジアにおける発生状況
　高病原性鳥インフルエンザの発生は、以前は
東南アジア地域に限定されていたが、平成17年
には中央アジア及びヨーロッパに、平成18年に
は中東及びアフリカにまで拡大した。平成22年
度、アジア地域では我が国を含む11の国・地域
の家きんにおける本病の発生が国際獣疫事務
局（OIE）に報告されている（インド、ネパー
ル、バングラデシュ、ミャンマー、ラオス、カ
ンボジア、ベトナム、香港、韓国、日本、イン
ドネシア）。
　また、野鳥のみで本病の発生報告のあった中
国、モンゴル、ロシアを含めると、アジア地域
にでは、タイ、マレーシア、ブルネイ、フィリ
ピンを除く広範囲で高病原性鳥インフルエンザ
が確認されている。
　平成22年度には、アジア地域以外にも、スペ
イン、ブルガリア、ルーマニア、エジプト、イ
スラエルで発生報告があり、世界各国が連携し
た本病の拡大防止が重要となっている。

ｂ　韓国における発生状況
　平成22年度は、我が国とともに近隣国の韓国
において広範囲に及ぶ高病原性鳥インフルエン
ザ（H5N1亜型）の発生が確認された。平成22
年12月31日に韓国西部の忠清南道・天安市（テ
ンアン）のアヒル農家で確認されて以降、韓国
西部・東南部に拡大した。
　我が国は、韓国における高病原性鳥インフル
エンザの発生を受け、継続的に関連情報を各都
道府県や関係団体等に提供し、注意喚起すると
ともに、我が国への侵入防止を徹底するため、
空港･港湾での旅行者に対する靴底消毒や車両
消毒、手荷物の検疫強化、検疫探知犬を活用し
た抜き打ち検査の強化等を実施した。

イ　我が国の輸入の停止措置等
　動物・畜産物を介した本病の我が国への侵入を
防止するため、高病原性鳥インフルエンザ又は低
病原性鳥インフルエンザの発生した国・地域から
の家きん・家きん肉等の輸入停止措置を講じてい
る。平成22年度は、新たに韓国に対し輸入停止措
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置を講じた。
⑶　家畜伝染病予防法の改正

　⑴の口蹄疫の発生状況や⑵の高病原性鳥インフルエ
ンザの発生状況等を踏まえ、「発生の予防」、「早期の
発見・通報」及び「迅速・的確な初動対応」に重点を
置いて防疫対応を強化するため、家畜伝染病予防法が
改正されることとなった。
　改正法は、平成23年３月４日に閣議決定され、国会
に提出された後、同月29日に成立した。

⑷　BSE対策の推進
ア　我が国におけるBSEの発生への対応
ア　国内におけるBSE感染牛の確認状況
　平成13年９月に我が国初のBSE感染牛が確認さ
れ、22年度末までに36例のBSEの発生が確認され
ている（最終発生は平成21年１月）。BSE対策と
しては、と畜場における20か月齢以上の牛のBSE
全頭検査及びと畜される全ての牛からの特定危険
部位（SRM）の除去に加え、牛海綿状脳症対策
特別措置法（平成14年法律第70号）に基づく、24
か月齢以上の死亡牛を対象とした農場サーベイラ
ンスや牛の肉骨粉等に係る飼料規制のほか、「牛
の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する
特別措置法」に基づく牛トレーサビリティ制度等
各般の対策を実施している。

イ　農場サーベイランス
　牛海綿状脳症対策特別措置法（平成14年法律第
70号）及び家畜伝染病予防法（昭和26年法律第
166号）に基づく、24か月齢以上の死亡牛を対象
にした農場サーベイランスでは、平成22年度は
105,385頭（一部24か月齢未満の牛を含む）の検
査を行い、本サーベイランス開始以来、最も多く
の検査を行ったが、陽性牛は確認されなかった。
本サーベイランスの適正な実施及び死亡牛処理を
推進するため生産者が負担する死亡牛のBSE検査
費や輸送及び処理費用の助成措置を引き続き講じ
た。

イ　米国におけるBSEの発生への対応
ア　平成15年12月に米国でBSE感染牛が確認された 
ことに伴い米国産牛肉等の輸入を停止した。

イ　食品安全委員会によるBSEリスク評価結果を踏
まえ、平成17年12月に米国、カナダからの牛肉の
輸入を再開した。しかし、平成18年１月、特定危
険部位であるせき柱が混入した子牛肉が発見さ
れ、直ちに輸入手続を停止した。

ウ　平成18年６月24日及び７月23日、米国の対日輸
出認定施設に対して現地調査を実施し、７月27

日、輸入手続再開を決定した。再開後、対日輸出
プログラムの遵守状況を検証する期間を設け、現
地調査や水際での検査の状況から米国のプログラ
ム遵守状況についてシステムとしての問題はない
ことを確認した（平成19年６月13日に検証期間を
終了）。
エ　平成22年11月29日から12月10日まで、米国の対
日輸出認定施設10施設に対する定期査察を実施し
た。また、平成22年９月28日から30日、カナダの
対日輸出認定施設3施設に対する定期査察を実施
した。

⑸　家畜防疫
ア　家畜の伝染性疾病の清浄化に向けた取組
　牛のヨーネ病対策として、家畜伝染病予防法に
基づく定期的な検査に加え、平成18年に策定され
た「牛のヨーネ病防疫対策要領」に基づき、感染牛
が確認された農場における追加検査や、感染してい
るおそれの高い牛の自主とう汰等を推進するととも
に、その取組を家畜生産農場清浄化支援対策事業に
より支援した。
　豚のオーエスキー病対策として、平成20年６月及
び平成22年３月に改正した「オーエスキー病防疫対
策要領」に基づき、地域一体となったワクチン接
種、検査、自主とう汰の推進等の清浄化対策を推進
した。この清浄化対策についても、家畜生産農場清
浄化支援対策事業により支援した。

イ　各種疾病の発生の予防、発生動向
　家畜の伝染性疾病の発生及びまん延を防止するた
め、家畜伝染病予防事業として、家畜伝染病予防法
（昭和26年法律第166号）に基づく各種検査、注射、
消毒、薬浴及び家畜伝染病の発生時のまん延防止措
置を実施した。
ア　牛関係の監視伝染病
　口蹄疫は、平成22年４月から７月にかけて292
農場で発生が確認され、疑似患畜の殺処分、汚染
物品等の埋却、周辺農場に対する移動制限措置等
が講じられた。
　BSEは、平成22年度に新たな発生は確認されな
かった。
　牛のヨーネ病については、平成22年には230戸
455頭、平成23年１月から３月までの間に67戸145
頭が患畜と診断された。
　ブルセラ病は、近年、散発的に抗体検査陽性例
が報告されており、平成22年には、２戸２頭が患
畜と診断された。
　ここ数年、発生地域が拡大しているアカバネ病
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は、近年発生報告がない東北地方で流行し、平成
22年の冬から平成23年３月までに岩手県、宮城県
を中心に174戸で192頭の発生が報告された。
　牛白血病は農場の他にと畜場からの発生報告も
多く、平成22年には1,777頭の発生が報告された。

イ　豚関係の監視伝染病
　オーエスキー病は、平成22年から平成23年３月
までに２戸５頭で発生した。

ウ　鶏関係の監視伝染病
　高病原性鳥インフルエンザは、平成22年11月か
ら平成23年３月にかけて、９県24農場で発生が確
認された。
　家きんサルモネラ感染症は、平成22年に10農場
で発生した。

エ　馬関係の監視伝染病
　平成23年３月、在来馬群に由来する馬１頭にお
いて、我が国で18年ぶりに馬伝染性貧血の患畜が
報告された。

⑹　保健衛生
ア　家畜保健衛生所の施設整備
　家畜の飼養形態の多頭化、集団化等の中で、家畜
伝染病に対する危機管理の観点から疾病の監視を強
化する事前対応型の防疫体制の構築が必要となって
いる。このため、迅速な検査及び高度な疫学診断等
を可能にする施設機器を地域の家畜衛生事情に即し
て家畜保健衛生所に整備し、地域の防疫・監視体制
の強化を図った。

イ　家畜衛生に関する各種指導等
　家畜衛生に関する各種指導を畜産農家等に対して
行うことにより、畜産の進展に伴った家畜衛生技術
の浸透及び定着を図った。また、地域の実情に則し
た家畜衛生対策の実施に資するため、家畜保健衛生
所が中心となって以下の取組を行った。
ア　BSE検査・清浄化の推進
　BSEの浸潤状況をより正確に把握し、BSEの防
疫対策を検証するため、家畜保健衛生所が実施す
る死亡牛BSE検査について、検査資材や廃棄物処
理等への支援を行い、検査を確実かつ円滑に推進
した。

イ　監視・危機管理体制の整備
　家畜衛生に係る情報の提供を円滑に推進するた
め、病性鑑定成績・巡回指導等による家畜衛生情
報の収集・分析を行った。
　また、診断予防技術の向上を目的として、伝染
性疾病の新たな診断方法、予防技術を確立するた
めの調査・検討を行った。

　この他、まん延防止措置の円滑化を図るため、
調整会議の開催及びブロック内の防疫演習を実施
し、地域の実情に応じた防疫体制の確立等を行っ
た。
ウ　慢性疾病等の低減
　畜産農家における生産性の向上を図るための家
畜の慢性疾病や牛の哺育時期の事故率の低減を目
的として、疾病発生状況等の調査・検査を行った。
エ　生産衛生の確保
　生産現場における畜産物の安全性確保のため、
地域一体となったHACCPの考え方をとり入れた
畜産物の生産衛生管理体制の構築、サルモネラ総
合対策指針に基づくサルモネラの清浄化に向けた
農場の調査・検査、医薬品の品質確保、薬剤残
留、薬剤耐性菌等に関する情報収集を行った。
オ　地域衛生管理体制の整備
　安全な畜産物の生産を推進するとともに、全国
的な衛生水準の向上を図るため、地域における行
政担当者、生産者、獣医師等の関係者が一体と
なった家畜の伝染性疾病の発生予防、清浄性維持
等の取組を実施した。

ウ　調査研究
ア　護蹄管理向上連携強化推進事業
　社団法人日本装蹄師会が実施する削蹄効果の検
証、護蹄管理における牛削蹄師と獣医師の連携の
強化及び削蹄講習会等の開催を推進した。
イ　第51回全国家畜保健衛生業績発表会
　第51回全国家畜保健衛生業績発表会は、４月22
～ 23日、日比谷公会堂において開催され、全国
各ブロック代表48名により家畜保健衛生所の日常
業務に関連した業務の運営、調査、研究等が発表
され、農林水産大臣賞２題、消費・安全局長賞22
題が選出され、賞状が授与された。

⑺　技術普及
ア　家畜の多頭飼育の進展等に伴う家畜衛生事情の変
化に対応し、家畜衛生技術の向上を図るために家畜
衛生講習会及び研修会を実施した。受講者により地
域の家畜衛生関係技術者に対して伝達講習を行って
習得技術を速やかに普及するとともに、種々の事
業等を通じて畜産関係技術者及び畜産農家に対し家
畜衛生に関する知識及び技術の普及浸透を図ってい
る。平成22年度は、家畜衛生講習会については動物
衛生研究所の本所・支所・海外病研究施設、千葉県
農業共済連で計８回開催され、延べ147名が受講し
た。また、家畜衛生研修会については、動物衛生研
究所の本所で計４回開催され、延べ190名が受講し
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た。なお、今年度は宮崎県における口蹄疫の発生に
伴い、一部の講習会を中止しており、各講習会及び
研修会の種類、開催状況（回数及び受講人数）は表
５のとおりである。

表５ 平成22年度家畜衛生講習会及び研修会
　　　　種　類　　　 回　数　　　 受　講　人　数
　　　　　　　　　　　　　　　県職員　　その他　 計
家畜衛生講習会 8 138 9 147
　　基本講習会 中止
　　総合講習会 1 41 2 43
　　特殊講習会 7 97 17 104
　　　　牛疾病 中止
　　　　豚疾病 中止
　　　　鶏疾病 1 31 2 33
　　　繁殖障害 1 7 7 8
　　　病性鑑定 4 35 3 38
　　　獣医疫学 1 24 1 25
家畜衛生研修会 4 183 7 190
　　　病性鑑定 4 183 7 190
　　　　　　計 12 321 16 337

イ　HACCPの考え方をとり入れた衛生管理（いわゆ
る農場HACCP）の推進
　家畜の高度な飼養衛生管理を推進し、我が国の畜
産物の安全性の一層の向上と消費者の信頼確保を図
るため、昨年公表した認証基準に基づく衛生管理の
実施を適切に行うため、農場での導入・実施指導を
行う農場指導員を養成する研修会を開催（204名受
講）するとともに、農場HACCPの取組をより促進
するため、昨年度より開始した生産農場から消費ま
で一体となった高度衛生管理の取組の支援を実施し
た。

⑻　検疫関係
ア　輸出入検疫の実績
　平成22年度における主要動物（牛、豚、めん羊、
山羊、馬及び初生ひな。以下同じ。）の輸入検疫状
況については、初生ひなが703,739羽（121.9％、以
下（ ）内は対前年比）、牛が16,387頭（103.4％）、
と大幅に増加した。一方、豚は664頭（93.4%）と減
少した。めん羊は９頭、山羊は12頭輸入された。他
の偶蹄類については、水牛が４頭、アルパカが43
頭、キリンが２頭輸入された。
　馬は、5,294頭（118.1％）であり、その内訳は、
肥育用4,781頭（90.3％）が大半であった。
　主要動物の輸出実績は、馬169頭（144.4％）で
あり、馬の内訳は繁殖用66頭（39％）、競走用51頭
（30.2％）、乗用52頭（30.8％）であった。

　次に、同年における畜産物の輸入状況をみると、
肉類の輸入については、牛肉、豚肉、家きん肉が
大半を占めており、牛肉547,136t（106.2％）豚肉
883,782t（105.8％）、家きん肉760,996t（124.0％）
と増加し、肉類全体では2,394,432t（111.2％）で
あった。一方、肉類の輸出については、牛肉が576t
（101.8%）、家きん肉は16,479t（115.4％）と増加し
たが、豚肉は813t（69.3％）であった。肉類全体で
は16,182t（110.7％）となった。また、骨類が１t
（8%）及び皮類が79,865t（91%）と輸出が減少した。

表６　平成22年の輸出入検疫数量
（単位＝動物：頭羽、畜産物：t）

　　　　　　　　　　　　輸出　　　　　　　　 輸入
牛 0 16,387
豚 0 664
めん羊 0 9
山羊 0 12
馬 169 5,294
兎 176 4,235
初生ひな 0 703,739
犬 5,307 7,199
猫 1,708 1,755
サル ― 5,820
骨類 1 40,741
肉類 18,182 2,394,432
臓器類 477 61,584
卵類 932 7,056
皮類 79,865 40,585
毛類 548 4,115
ミール類 ― 2,159
動物性加工たん白 ― 874,082
わら等 ― 175,234

イ　震災対応
　海外からの援助物資について、速やかな通関及び
被災地への輸送を行うため、家畜伝染病予防法第41
条に基づき、指定港以外でも輸入検査を実施したほ
か、検査申請手続を簡素化した。
　海外より災害救助犬の派遣があり、制定済みの弾
力的な検疫ルールに基づき、韓国、シンガポール、
ドイツ、スイス、メキシコ、オーストラリア、米
国、英国及びオランダの９か国から、計46頭を到着
当日に受け入れた。 

⑼　獣医事
ア　獣医療提供体制整備の推進
　獣医療の多様化、高度化等に対応し的確な獣医療
の確保を図るため、獣医療法（平成４年法律第46
号）に基づく獣医療計画制度により、国が定めた基
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本方針に即して都道府県が獣医療を提供する体制の
整備を図るための計画を定め、国と都道府県が一体
となって獣医療提供体制の整備を推進している。平
成22年８月31日には新たな国の基本方針を示した。
イ　獣医師法第16条の２の規定に基づく臨床研修
　獣医師法（昭和24年法律第186号）に基づき、大
学の附属診療施設又は農林水産大臣の指定する診療
施設における臨床研修の実施に関する援助を行った。

ウ　第62回獣医師国家試験
　第62回獣医師国家試験は、平成23年２月22日及び
23日の２日間、全国３会場で行われ、受験者1,275
名中1,052名（82.5%）が合格し、獣医師免許申請資
格を得た。

エ　獣医事審議会
　獣医師法第24条の規定により設置されている獣医
事審議会、試験部会、免許部会及び計画部会が開催
され、①第62回獣医師国家試験の実施、②獣医師法
第５条第２項及び第８条第２項第３号に該当する獣
医師の獣医師免許の取扱い、③獣医療を提供する体
制の整備のための基本方針等について審議が行われ
た。

オ　小動物獣医療
　獣医療における高度な放射線診療の体制を整備す
るため、平成21年２月に行った診療施設の構造設備
の基準や診療施設の管理に関する獣医療法施行規則
及び関連告示の改正について、研修会を実施し、周
知を図った。

４　魚類防疫対策

　平成19年10月から、水産動物の輸入許可業務を動物
検疫所に移管し、現物確認を行うことにより防疫体制
を強化したことから、その適切な運用を行った。
　また、国内防疫に関しては、コイヘルペスウイルス
（KHV）病、アユ冷水病等への対応を行った。

⑴　水産防疫制度の適切な運用
ア　輸入防疫
　水産資源保護法（昭和26年法律第313号）に基づ
き、平成22年度は、こい１件、きんぎょ 1,137件、
さけ科魚類の発眼卵10件及びくるまえび属の稚えび
５件に対し、輸入の許可を行った。なお、こい、き
んぎょ及びくるまえび属の稚えびについては、防疫
対象疾病発生国からの輸入に対し、管理命令を発し
隔離管理を実施した。

イ　国内防疫
　持続的養殖生産確保法（平成11年法律第51号）に
基づく特定疾病のうちKHV病については、引き続

き発生が確認され、平成22年度は都道府県において
焼却・埋却５件、消毒４件等のまん延防止措置を講
じた。また、ホヤの新疾病について、平成23年３月
に水産疾病に関する防疫専門家会議を開催し、今後
の対応等を検討した。

⑵　KHV病対策
ア　発生状況
　平成15年10月に、我が国で初めてKHV病の発生
が確認され、平成22年度は天然水域で７件、養殖場
等で36件の発生が確認された。

イ　研究・開発
 （独）水産総合研究センタ－を中心として、産・
学・官の協力を図りつつ、防疫技術等の研究・開発
を推進した。

ウ　防疫会議
　平成22年３月に水産疾病に関する防疫専門家会議
を開催し、まん延防止措置等について検討した。

⑶　アユ冷水病対策
　アユ冷水病を含むアユ疾病対策協議会を開催すると
ともに、都道府県の養殖業者への衛生対策指導等の支
援や、関係者への普及・啓発等の疾病対策を推進した。

５　植物防疫対策

⑴　病害虫防除
ア　環境に配慮した防除対策
　食の安全や環境問題に対する国民の関心が高まる
中、農林水産省では農業生産全体のあり方を環境保
全を重視したものへ転換することとしている。病害
虫防除についても発生予察情報等に基づき、農薬だ
けに頼らず、様々な防除技術を適切に組み合わせる
ことで、環境負荷を低減しつつ病害虫の発生を経済
的被害が生じるレベル以下に抑制する総合的病害
虫・雑草管理（IntegratedPestManagement：IPM） 
を普及することとし、平成17年に定めた総合的病害
虫・雑草管理実践指針を基に、環境に配慮した防除
の推進に取り組んでいる。具体的には、農業者自ら
がIPMへの取組を確認できるIPM実践指標を普及す
るため、平成20年度までに策定・公表した主要11作
物（大豆、トマト、なし等）のモデルに基づき、都
道府県でIPM実践指標の作成及びIPM実践地域の育
成等を引き続き推進し、天敵やフェロモン、温湯消
毒等を利用した防除技術の評価基準を作成する事業
に取り組んだ。
　平成17 ～ 22年度のこれらの取組結果を各都道府
県ごとに取りまとめたところ、これまでに全238種
類のIPM実践指標について取り組まれており、その
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うち８割が農業生産現場で使用できる技術レベルで
あった。これまでの取組結果については、農林水産
省ホームページでも公開している。

イ　農薬使用
　年間生産量が３万t以下の作物（マイナー作物）
では、農薬メーカーの商業的な理由等により農薬登
録が進まず、栽培上問題となる病害虫に有効な登録
農薬が少ない。生産振興のためにはマイナー作物へ
の農薬登録を効率的に進める必要があり、このため
には、生産者や都道府県の主体的な取組や都道府県
間の連携が必要である。このため、農薬登録推進中
央協議会において、マイナー作物の農薬登録の円滑
化に向けた調整を行い、都道府県が登録を要望する
農作物と農薬の組合せを調査し、生産地における病
害虫の発生状況に関する情報等を追加した農薬登録
推進リストを作成し、都道府県に情報提供を行った。
　一方、土壌病害虫防除等に使用される臭化メチル
は、平成４年のモントリオール議定書締約国会合で
オゾン層破壊物質に指定され、平成17年までに全廃
することが決定された。技術的・経済的に有効な代
替薬剤・技術がない場合は、不可欠用途として申請
を行い、国際連合環境計画（UNEP）審査機関の審
査・承認を経て使用が認められている。しかし、近
年の国際的な環境意識の高まりを受け、不可欠用途
であっても早期に全廃すべきとの考えが締約国間に
広まってきた。このため、我が国は、臭化メチル代
替技術の開発促進を進めるとともに、土壌使用用途
の全廃期限を平成25年に設定した不可欠用途用臭化
メチルの国家管理戦略の改訂版を策定し、平成20年
４月にUNEP事務局へ提出した。臭化メチル代替技
術については、平成20 ～ 24年度の５年間の予定で
「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適合型栽培
マニュアルの開発」事業を実施している。

ウ　発生予察事業
　農林水産省では、稲、麦、果樹、茶、野菜等の病
害虫を対象として発生予察事業を実施しており、全
国の主要な病害虫の発生動向を取りまとめた病害虫
発生予報を計10回発表した。
　平成22年度の主な病害虫発生状況は以下の通り。
ア　水稲：病害では、いもち病が、梅雨時期に好適
感染日が確認され発生が懸念されたことから、７
月後半の梅雨明けまでに８道県から注意報が発表
され、防除が呼びかけられたが、梅雨明け以降は
降雨が少なく注意報の発表はなかった。
　害虫では、ウンカ類について、６月中旬から７
月にかけてセジロウンカの飛来が多く、主に関東

から九州にかけて発生が多く認められたことか
ら、７月中に３県から注意報が発表され、防除が
呼びかけられた。また、トビイロウンカは、顕著
な飛来は認められなかったが、主に東海から九州
にかけて発生が多く認められ、７月中旬から９月
中旬にかけて５県から注意報が発表され、８月上
旬には１県から警報が発表され、防除が呼びかけ
られた。また、コブノメイガが、主に東海から九
州にかけて発生が多く認められことから、７月下
旬に３県から注意報が発表され、防除が呼びかけ
られた。斑点米カメムシ類は、７月から主に東
北、関東、東海、中国及び四国で発生が多く認め
られたことから、７月上旬から８月下旬にかけて
10道府県から注意報が発表され、防除が呼びかけ
られた。
イ　麦：赤かび病が、北海道、九州の一部地域で発
生が多く、３道県で注意報が発表され、防除が呼
びかけられた。
ウ　大豆：ハスモンヨトウが、７月から関東から九
州にかけて発生が多く認められたことから、８月
下旬以降に10県から注意報が発表され、防除が呼
びかけられた。
エ　果樹：病害では、なしの黒星病が、４月から東
北から九州にかけて発生が多く認められたことか
ら、４月中旬から７月上旬までに４県から注意報
が発表され、防除が呼びかけられた。梅雨明け以
降は降雨が少なく注意報の発表はなかった。
　害虫では、果樹カメムシ類は、越冬量が多く、
４月以降に主に関東から九州にかけて発生が多く
認められたことから、４月中旬以降に24都府県か
ら延べ32件の注意報が発表され、防除が呼びかけ
られた。また、８月上旬には１県から警報が発表
され、防除の徹底が呼びかけられた。
オ　野菜及び花き：トマトをはじめとした果菜類の
灰色かび病が、１月から４月下旬までに６県か
ら、ねぎ、たまねぎのべと病が、２月中旬から６
月上旬までに６県から注意報が発表され、防除が
呼びかけられた。また、いちごの炭そ病が、７月
下旬から８月上旬までに３県から注意報が発表さ
れ、防除が呼びかけられた。
　害虫では、ハスモンヨトウの発生が、７月から
関東から九州にかけて発生が多く認められたこと
から、８月下旬以降に14県から注意報が発表さ
れ、防除が呼びかけられた。
　病害虫の発生、防除状況は表７のとおりである。
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表７ 病害虫発生状況及び防除状況（平成22年度実績）
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エ　病害虫防除所の運営
　都道府県における植物防疫の専門機関である病害
虫防除所は、病害虫の発生状況調査等を行い、発生
予察事業に基づく防除指導、侵入警戒調査、農薬の
安全使用等の指導を行った。
　病害虫防除所が国の発生予察事業に協力するのに
要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費に
ついて、都道府県に対し植物防疫事業交付金を交付
した。

オ　農林水産航空事業等
　平成22年度における航空防除の延べ面積（林野を
除く）は、水稲防除５万１千ha、水稲以外（畑作
物・果樹）防除８千ha、その他（播種・施肥等）
２千ha、ミバエ類再侵入防止等239万６千ha、計
245万６千haであった。このうち、水稲防除の実面
積は４万haで、関係農家数は約４万６千戸であっ
た。林業関係では、松くい虫防除２万１千haと野
ねずみ駆除５万６千haを中心として、計７万７千
haであった。
　産業用無人ヘリコプターによる農薬散布等の延べ
面積は、水稲防除83万８千haを中心として、計96
万３千haであった。

⑵　植物検疫
ア　国際基準への対応
　植物検疫措置に関する国際基準は、科学的根拠に
基づいた適切な植物検疫措置を講じるためのガイド
ラインであり、本基準の策定プロセスに積極的に関
与することで、我が国の意見を盛り込んだ国際基準
の採択を実現した。また、国際基準案の作成プロセ
スを担う委員会や専門家会合に職員を派遣し、我が
国の主張を基準案の段階から反映させることに努め
た。
　さらに、国際基準に整合しつつ病害虫のリスクに
応じた検疫措置を推進するため、科学的根拠に基づ
く病害虫リスク解析の結果等を踏まえ、724種の検
疫有害動植物（輸入検疫措置の対象とする病害虫）
を指定する等の農林水産省令の改正（平成23年３月
７日農林水産省令第８号）及び関係告示の制定・改
正（平成23年３月７日農林水産省告示第542号及び
543号）を実施した。

イ　輸入検疫
　平成22年においては、栽植用苗・球根８億５千万
個、種子２万２千t、切り花22億本、生果実179万
t、野菜90万t、穀類・豆類3,012万t、木材473万㎥、
その他雑品等928万tについて、輸入検疫を実施した。
　また、台湾産ヒロセレウス・ウンダーツス、南ア

フリカ共和国産ぶどう、オーストラリア並びにトル
コ産グレープフルーツ及びパキスタン産マンゴウの
輸入を解禁した。

ウ　輸出検疫
　平成22年においては、栽植用苗・球根1,402万
個、種子2,255t、切り花22万本、生果実２万２千t、
野菜６千t、穀類・豆類22万t、木材23万㎥、その他
雑品４万tについて、輸出検疫を実施した。
　米国向けりんご生果実については、平成22年10月
に、これまで輸出が解禁されていた「ふじ種」に加
え、全ての品種の輸出が解禁された。
　アジア型マイマイガ（AGM）については、米国
及びカナダによる船舶の沖合検査措置に対応した、
民間検査機関によるAGM不在証明が引き続き実施
された。

エ　国内検疫
　平成22年度においては、種苗の移動に伴う病害虫
のまん延防止及び健全種苗の確保のため、
ア　北海道ほか９県において原種ほ及び採種ほを対
象に種馬鈴しょ検疫を実施した。
イ　また、青森県ほか16県のかんきつ類、りんご等
の母樹について、ウイルス病等の検査を実施した。
　植物防疫法に基づく植物等の移動規制につい
て、アリモドキゾウムシ、カンキツグリーニング
病菌等及びその寄主植物を対象に移動取締を実施
した。
　また、平成22年度は、鹿児島県指宿市において
アリモドキゾウムシ及びイモゾウムシ、鹿児島県
喜界町においてカンキツグリーニング病菌、東京
都青梅市ほか５市町においてウメ輪紋ウイルス
（プラムポックスウイルス）の根絶を目指し、緊
急防除を実施した。

オ　植物防疫所の運営
　病害虫の国内への侵入・まん延を防止するため植
物防疫所を全国に68箇所設置しており、輸出入時の
検査、国内検疫等を実施している。
　植物検疫手続を電子的に処理するシステムについ
ては、より効率的な一元的運用等を目的として、平
成25年10月に輸出入・港湾関連情報処理システムに
統合されることから、平成22年においては、輸出
入・港湾関連情報処理センター並びに関連省庁間で
基本要件等の検討を行った。
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６　SPS協定に関する国際会議への対応等

⑴　SPS委員会
　WTO協定に含まれる協定（附属書）の１つである
「衛生植物検疫措置に関する協定（SPS協定）」は、食
品安全、動植物の健康に関する全ての措置（SPS措
置）を対象とし、これらの措置が科学的な根拠に沿っ
てとられること等を求めている。
　SPS委員会は、SPS協定第12条に基づき、SPS措置
に関する各国の協議の場を提供し、協定の実施を確実
にするために設置され、例年３回スイスのWTO本部
で開催されている。平成22年度においては、平成22年
６月、10月、平成23年３月に開催され、出席した。

⑵　食品安全関係
　コーデックス委員会（Codex）は、消費者の健康
保護、公正な食品貿易の確保等を目的として、1963
年に国連食糧農業機関（FAO）及び世界保健機関
（WHO）により設置された国際的な政府間機関であ
り、コーデックス規格（国際食品規格）の策定・改訂
等を行っている。
　コーデックス規格は、WTO/SPS協定において食品
安全に関する国際基準に位置付けられており、WTO
加盟国は、科学的に正当な理由がある場合を除き、食
品安全に関する措置を講ずる場合はコーデックス規格
を基礎とする義務を負っている。
ア　総会、部会等
　コーデックス委員会における食品安全に係る各種
の規格策定等に対して、農林水産省としても政府代
表団の一員として職員を派遣する等積極的に参画し
てきたところであり、平成22年度中は、第33回総
会、第64回執行委員会、第17回アジア地域調整部会
のほか、９の一般問題部会、１の個別食品部会及び
１の特別部会に出席した。
　このうち、第33回総会（平成22年７月５日～９
日、ジュネーブ）では、食品及び飼料中のメラミン
の最大基準値、発酵乳飲料の規格、海産食品におけ
るビブリオ属菌に関する衛生実施規範等が最終採択
された。

イ　コーデックス連絡協議会
　農林水産省は厚生労働省及び消費者庁と協力し
て、平成22年度は「コーデックス連絡協議会」（平
成12年設置）を計３回開催し、コーデックス委員会
の活動及び同委員会での我が国の活動状況を、消費
者をはじめとする関係者に対して情報提供するとと
もに、コーデックス委員会における検討議題に関す
る意見を聴取した。

⑶　動物衛生関係
　国際獣疫事務局（OIE）は、国際的に重要な家畜の
伝染性疾病について、その防疫対策や貿易条件等に関
する家畜衛生基準（OIEコード）等を策定している。
この他、世界各国における家畜の伝染性疾病の発生状
況等の情報を収集・提供するとともに、家畜の伝染性
疾病のサーベイランス及び防疫に関する研究の国際的
調和を図っている。
　このOIEが定める基準等は、WTO/SPS協定では動
物衛生及び人獣共通感染症に関する国際基準と位置づ
けられており、WTO加盟国は科学的に正当な理由が
ある場合を除き、動物衛生に関する措置を講ずる場合
にはOIEが定める基準（OIEコード）等を基礎とする
義務を負っている。
ア　OIE総会
　OIEの最高意思決定機関であるOIE総会は毎年５
月にフランスのパリで開催される。平成22年の第78
回OIE総会には、動物衛生課の山本国際衛生対策室
長が我が国代表として出席し、OIEの５カ年戦略プ
ランやOIEコードの改正等についての議論及び採決
に参加した。また、同総会では５年に一度のOIE事
務局長選挙が行われ、現職のヴァラ局長が再選した。
イ　口蹄疫に関する会議
　平成23年３月には、第17回SEACFMD（東南ア
ジア・中国口蹄疫キャンペーン）サブ委員会会合
が、インドネシアのバリ島で開催され、東南アジア
全域と中国を平成32年までにワクチン接種清浄国
とすることを目標とするSEACFMDロードマップ
2020が決定された。新ロードマップでは、東南アジ
アにおける感染拡大の源と考えられるホットスポッ
トと、感染拡大の中でウイルスが増幅されるクリ
ティカルポイントへの対策強化を戦略の中心に置い
ている。
　また、我が国の口蹄疫清浄化に関連して、OIEの
専門家からなる口蹄疫ステータス評価アドホックグ
ループ及びOIE科学委員会が、それぞれ平成22年12
月及び平成23年２月に開催された。会議の結果を受
けて、平成23年２月４日（パリ現地時間）付けで我
が国の口蹄疫ワクチン非接種清浄ステータスの回復
が認められた。
ウ　鳥インフルエンザに関する会議
　高病原性鳥インフルエンザの世界的な広がりを背
景に、我が国の支援による鳥インフルエンザに関す
る各種国際会議が開催された。平成22年６月及び９
月には、それぞれOIE主催の第３回鳥インフルエン
ザ防疫体制強化プログラム専門家会合及び第3回鳥
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インフルエンザに関するインフォメーション・ネッ
トワーキング強化会議が東京で開催された。

エ　その他の国際会議
　このほか、我が国の支援による国際会議として、
平成22年６月には、第４回アジア太平洋地域GF-
TADs（越境性疾病の防疫のための世界的取組）ス
テアリング会合がタイのバンコクで開催され、獣医
サービスの能力向上や地域の連携強化等について議
論された。

オ　OIE連絡協議会
　OIEコードの作成又は改正について、産業界及
び学界における学識経験者、アニマルウェルフェ
ア関係者、消費者等と行政機関の間で継続的な情
報共有や意見交換を行う場として「国際獣疫事務
局（OIE）連絡協議会」を新たに立ち上げた。その
第一回目の会合は、平成22年５月に開催され、口蹄
疫コンパートメントなどについて意見交換が行われ
た。また、平成22年12月には、第２回会合が開催さ
れ、狂犬病やアニマルウェルフェアに配慮したブロ
イラー生産に関するOIEコード等について議論した。

⑷　植物防疫関係
　国際植物防疫条約（IPPC）とは、植物と植物製品
の病害虫の侵入とまん延を防止し、防除のための措置
を促進する共同の有効な行動を確保することを目的と
した多国間条約である。
　IPPCが定める基準等は、WTO/SPS協定では植物の
健康に関する国際基準と位置づけられており、WTO
加盟国は科学的に正当な理由がある場合を除き、植物
の健康に関する措置を講ずる場合にはIPPCが定める
基準等を基礎とする義務を負っている。
ア　植物防疫措置に関する委員会（IPPC総会：CPM）
　平成23年３月にイタリアで開催された、第６回
CPMに出席した。本委員会では、新規基準として
「ミバエ類のトラッピング」、「隔離検疫施設の設計
と運営」、及び３つの放射線照射基準（ISPM　№
28（規制有害動植物のための植物検疫処理）の付属
書）が採択された。また、既存の「ISPMNo.7：輸
出検疫証明システム」及び「ISPMNo.12：植物検疫
証明書」の改正が行われた。

イ　専門家会合
　平成22年４月及び11月にイタリアで開催された基
準委員会、９月にイタリアで開催された森林検疫に
関するテクニカルパネル（TPFQ）、10月にオース
トリアで開催されたミバエに関するテクニカルパネ
ル（TPFF）にそれぞれ出席した。

ウ　その他会議

　平成22年９月韓国で開催された、国際基準案に係
る地域作業部会及び、10月にイタリアで開催された
戦略計画及び技術支援に関する作業部会に出席した。

７　危機管理体制の整備

⑴　緊急時対応訓練の実施
　「農林水産省食品安全緊急時対応基本指針」（平成16
年２月公表）に基づき、農林水産省の職員が食品安全
に係る緊急事態等に円滑かつ的確に対応できるよう対
応体制の整備や、体制を検証するための緊急時対応訓
練等を実施することとしている。
　平成22年度は、食品安全に係る事件や事故が発生し
た事態を想定して、地方農政事務所等との情報連絡に
関する連携訓練を実施した。

⑵　消費者安全情報共有体制の整備
　平成21年９月に消費者庁が設置されるとともに、消
費者安全法が施行されたことから、現在、食品等の摂
取、施設及び製品の利用によって消費者の生命又は身
体に生ずる被害に関する情報を消費者庁に集約し、関
係府省で共有する体制が整備されている。消費者安全
法に基づいて通知された食中毒や健康食品による健康
被害等に関しては、消費者安全情報総括官会議が開催
され、関係府省間で情報共有が図られた。

第２節　消費者の信頼の確保

１　食品等の表示・規格

⑴　食品表示の重要性
　食品表示は、生産者と消費者を結ぶ接点であり、昭
和45年の品質表示制度の創設以降、消費者が日々安心
して食品を選択するための情報提供として、重要な役
割を果たしている。
　食品表示については、農林物資の規格化及び品質表
示の適正化に関する法律（昭和25年法律第175号。以
下「JAS法」という。）により定められている。同法
に基づく品質表示基準については、企画立案及び執行
について、農林水産省が所管してきた。
　平成21年９月に、消費者行政を一元的に推進するた
め消費者庁が設置されたことに伴い、品質表示基準の
企画立案及び執行について、農林水産省から消費者庁
に移管することとされたが、立入検査や製造業者等に
対する改善の指示等については、引き続き農林水産省
でも行うこととされた。

⑵　食品表示の監視
　食品表示の適正化に向けて、地方農政局等に食品表
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示監視担当職員（食品表示Ｇメン）を配置するととも
に、食品表示ウォッチャーによる日常の買い物の中で
の表示のモニタリングや食品表示110番を通じた情報
収集を行った。
　違反事業者に対しては、JAS法に基づき改善を指
示・公表することを基本とし、常習性がなく過失によ
る一時的なものであることが明らかであり、かつ、直
ちに改善方策を講じている場合には、指導を行うこと
としている。平成23年１月には、この事業者が行う
改善方策について、表示の是正を行っていることに加
え、事実と異なる表示があった旨を社告等の的確な方
法により速やかに情報提供していることを求めること
とする運用改善を行った。
　さらに、平成23年３月に発生した東日本大震災によ
り未曾有の被害が生じる中、消費者への飲食料品の供
給の確保を図る観点から、①震災地域で販売される食
品の表示、②震災地域外で販売される食品の表示のう
ち、消費者の誤認を招かない軽微な違いであって、正
確な店頭掲示があるもの、③ミネラルウォーター類の
表示のうち、消費者の誤認を招くような表示をしてお
らず、正確な店頭掲示があるものについて、JAS法に
基づく食品表示の取締りの対象外とする一時的な運用
緩和を行った。

⑶　JAS規格に関する取組
ア　JAS法施行規則の改正
　定期的なJAS規格の見直しや新たなJAS規格の制
定のプロセスの透明性を高め、より適切に利害関係
人の意見を反映するため、平成22年７月にJAS法施
行規則の改正を行い、JAS規格の制定等に関する計
画の作成・公表や、原案の作成等を内容とする、
JAS規格の制定と見直しに関する手続を明記した。

イ　食品の情報提供に関する取組
　食品に義務付けられている表示に加え、食品事業
者により自主的に行われている情報提供の取組に
ついて、「食品企業の商品情報の開示のあり方検討
会」が平成22年３月に取りまとめた報告書「消費者
への食品事業者の商品情報の提供のあり方につい
て」を踏まえ、食品事業者による消費者への商品情
報の提供についての規格等や基準の策定に必要な調
査を行った。
ウ　有機JAS規格に関する取組
　有機農産物のJAS規格において使用を禁止されて
いる資材の成分を踏まえ、一般に販売されている農
薬や肥料等のうち、有機で使用できるものについて
の判断を認定事業者や登録認定機関が容易にできる
よう、有機使用可能資材のリストを作成するための

判断基準の策定を行った。
　また、登録認定機関の検査員及び判定員の能力を
斉一化するため、有機農産物及び有機加工食品の実
地検査ハンドブックを作成し、検査員及び判定員に
対して実地研修等を行った。

エ　EU加盟諸国への有機農産物等の輸出
　平成22年６月から、欧州連合で販売する有機食品
を生産できる国のリストに日本が追加された。これ
により、JAS法に基づき有機JASマークが付された
有機農産物及び有機農産物加工食品（原材料も含め
て日本で生産されたもの）については、同リストに
掲載された登録認定機関による証明書を付ければ、
欧州連合の加盟諸国に「organic」等と表示して輸
出できるようになった。

２　トレーサビリティの普及

⑴　牛トレーサビリティの運用
　BSEのまん延防止措置の的確な実施や国産牛肉に対
する信頼の確保を目的として、国内で飼養されている
すべての牛を個体識別番号により一元管理するととも
に、生産から流通・消費までの各段階において当該個
体識別番号を正確に表示・伝達するため、平成15年６
月、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関
する特別措置法」（平成15年法律第72号）（以下「牛ト
レーサビリティ法」という。）が公布された。
　生産段階については、牛の管理者等に対して、個体
識別番号を表示した耳標の装着及び出生・異動・死亡
等の届出が義務付けられた。
　流通段階については、食肉販売業者及び特定料理提
供業者（焼き肉店・しゃぶしゃぶ店・すき焼き店・ス
テーキ店）に対して、個体識別番号の表示・伝達及び
仕入・販売に係る帳簿の備付けが義務付けられた。
　地方農政事務所では、生産段階における耳標の装
着、届出の状況、流通段階における個体識別番号の表
示・伝達、帳簿の備付け等について、巡回調査及び立
入検査を実施した。また、流通段階における個体識別
番号の適正な表示・伝達を確認するため、と畜場から
照合用サンプルを採取・保管し、食肉販売業者等から
採取した調査用サンプルとの間で、DNA分析による
牛肉の同一性鑑定を実施した。
　不適正な届出を行っていた１件の管理者に対して、
牛トレーサビリティ法第５条に基づき農林水産大臣名
による催告及び公表、個体識別番号の不適正な表示を
行っていた９件の食肉販売業者に対して、牛トレーサ
ビリティ法第18条に基づき農林水産大臣名による勧告
及び公表を行った。
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⑵　食品トレーサビリティの推進
　都道府県における食品トレーサビリティの取組の普
及を確実に図るため、農業者等及び食品事業者を対象
としてセミナー・講習会や取組事例の収集等を行った。
　また、平成21年度に引き続き、入出荷記録に基づく
基礎的な取組に加え、ロット単位の追跡・遡及が可能
となるトレーサビリティの導入を検討している食品事
業者団体に対して、支援を行った。

３　リスクコミュニケーション等の推進

⑴　リスクコミュニケーション等の実施
　食品の安全の確保に関する施策に国民の意見を反映
し、その決定までの過程の公平性および透明性を確保
するため、以下のような取組を行った。
ア　意見交換会等の開催
　内閣府食品安全委員会、消費者庁及び厚生労働省
と協力しながら、消費者、生産者、食品事業者等の
関係者に正確でわかりやすい情報を積極的に提供
し、関係者との意見交換等に取り組んだ。

表８　開催実績
・植物検疫 2回
・動物検疫 1回
・食品安全セミナー 13回

イ　消費者など関係者との定期情報交換会
　消費者の視点に立った農林水産行政を展開するた
め、消費者団体との定期情報交換会を開催した。

ウ　地方農政局、地方農政事務所及び沖縄総合事務局
における取組
　シンポジウムや意見交換会等を開催するととも
に、パネリストや講師の派遣を行った。
ア　シンポジウムや意見交換会等の開催
　全国計　1,054回

イ　パネリストや講師の派遣　　　 
　全国計　2,051回

エ　日頃からの情報提供
　日頃から食の安全と消費者の信頼の確保に関する
情報を提供するため、農林水産省ホームページ上の
「消費・安全」を通じて、消費・安全局の取組に関
する情報を随時掲載した。
　また、農林水産省及び関係府省の食の安全と消費
者の信頼の確保に関するプレスリリースを一覧にし
たメールマガジン「食品安全エクスプレス」の配信
（月曜から金曜まで毎日配信）を行った（平成23年
３月末現在の登録者数：約１万５千通）。

⑵　消費者相談等の対応
ア　消費者相談の対応
　消費者相談の窓口として、本省、地方農政局、地
方農政事務所、沖縄総合事務局及び（独）農林水産
消費安全技術センターの「消費者の部屋」、「消費者
コーナー」の充実を図るとともに、本省と地方組織
を結ぶ農林水産省相談受付情報ネットワークシステ
ムを活用し、連携して相談対応（全国で8,965件）
を行った。また、相談結果等を月別にとりまとめた
「消費者の部屋通信」の発行を継続して行った。
イ　子ども相談電話等における対応
　子どもたちが食や農林水産業等について疑問に思
うことを気軽に相談できるよう、本省の「消費者の
部屋」に設置されている子ども相談電話等における
対応（262件）を行うとともに、小・中・高校生の
「消費者の部屋」への訪問（29校、361名）を受け入
れた。

ウ　特別展示等による情報提供
　「消費者の部屋」等において、各種資料の展示等
やテーマを定めた「特別展示」により、食料、農林
水産業・食品産業、農山漁村等について消費者へわ
かりやすい情報提供を行った。

第３節 健全な食生活の実現に向
けた情報提供

　平成17年６月に制定された「食育基本法」に基づ
き、平成18年３月に食育推進基本計画が策定され、地
方自治体、関係機関・団体等多様な主体と連携・協力
し食育を推進してきた。
　しかしながら、生活習慣病有病者の増加、子どもの
朝食欠食、高齢者の栄養不足等、食を巡る諸課題への
対応の必要性は増しており、これまでの食育推進の成
果と課題を踏まえ、平成23年３月に第２次食育推進基
本計画（以下「基本計画」と言う。）が策定された。
　基本計画では、生涯にわたるライフステージに応じ
た間断ない食育の推進、生活習慣病の予防及び改善に
つながる食育の推進、家庭における共食を通じた子ど
もへの食育の推進が重点課題としてあげられた。

⑴　食育実践活動推進事業
　広域的、先進的であって、全国への波及効果が期待
できる食育活動に対して支援を行った。具体的には、
「食事バランスガイド」を活用した「日本型食生活」
の実践を推進する団体を公募し、応募のあった団体
の中から７団体を事業実施主体に採択し、幼児を対象
とした親子セミナーの開催、小学校での出前授業の実
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施、バランス弁当コンテストの開催、大学生を対象と
したセミナーの開催、社員食堂での食育プログラムの
実施、小売店舗における食育イベントの開催、高齢者
を対象とした学習会の開催等を実施した。
⑵　地域における食育の推進（消費・安全対策交付金）
　地域における日本型食生活等の普及促進のために、
食育総合展示会等の開催、食育推進リーダーの育成及
び活動の促進、食育推進協議会の開催及び教育ファー
ムの取組等に対して、25都道県、３政令指定都市に交
付金を交付し、支援した。

⑶　マジごはん計画の推進
　食生活改善につながる情報発信を、次世代を担う若
者に受け入れられやすい形で行う「マジごはん計画」
を平成23年３月に立ち上げた。

第４節 生物多様性を確保するた
めの遺伝子組換え農作物
等の使用等の規制

遺伝子組換え農作物等の適切な管理
　平成15年６月に公布され、平成16年２月19日に施行
された「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生
物の多様性の確保に関する法律」（以下「カルタヘナ
法」という。）に基づき、遺伝子組換え農作物等の規
制措置を講じた。
　平成22年８月には、食品安全に関するリスク分析の
考え方を参考に、遺伝子組換え農作物の生物多様性へ
の影響を防止する観点からカルタヘナ法に基づいて科
学的に審査・管理するための、標準的な手順をまとめ
た「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審
査・管理に係る標準手順書」を作成、公表した。

⑴　第一種使用等
　遺伝子組換え農作物のほ場での栽培等、「環境中へ
の拡散を防止しないで行う使用等（第一種使用等）」
をしようとする者は、事前に使用規程を定め、かつ、
その使用等による生物多様性影響（野生動植物の種又
は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響等）
を評価した生物多様性影響評価書等を添付して主務大
臣（農林水産分野は農林水産大臣及び環境大臣）に提
出し、承認を受けることが義務付けられている。
　平成22年度においては、遺伝子組換え農作物14件に
ついて承認を行った。承認に際しては、標準手順書に
基づき、審査報告書を作成した上で、国民からの意見
を聴取し、意見について、適宜、反映した。

⑵　第二種使用等
　施設内における遺伝子組換え実験小動物の繁殖等、

「遺伝子組換え生物等の環境中への拡散を防止しつつ
行う使用等（第二種使用等）」をする者は、その拡散
防止措置（設備の要件等、環境中に遺伝子組換え生物
等が拡散することを防止するための措置）について、
「主務省令で定められている場合は当該措置をとるこ
と」及び「主務省令で定められていない場合は事前に
主務大臣（農林水産分野は農林水産大臣）の確認を受
けること」が義務付けられている。
　平成22年度においては、遺伝子組換え動物14件、遺
伝子組換え微生物３件について確認を行った。

⑶　未承認の遺伝子組換えパパイヤ対応
　平成22年12月、我が国で販売されていたパパイヤの
生果実及び苗に、カルタヘナ法に基づく承認を受けて
いない遺伝子組換え体が混入している可能性があると
の情報が得られた。これを受け、直ちに、科学的信頼
性の高い種子の検査法の開発に着手し、平成23年２月
から、確立した検査法を用いて、種苗会社の保有する
パパイヤ種子の検査や、海外から輸入されたパパイヤ
種子の水際検査を実施した。


